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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第90期

第３四半期連結
累計期間

第91期
第３四半期連結
累計期間

第90期

会計期間
自平成23年１月１日
至平成23年９月30日

自平成24年１月１日
至平成24年９月30日

自平成23年１月１日
至平成23年12月31日

売上高（千円） 28,939,961 32,040,515 38,249,083

経常利益（千円） 2,079,307 2,224,782 1,641,149

四半期（当期）純利益（千円） 1,371,450 1,285,215 1,040,046

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
1,340,410 1,366,519 988,751

純資産額（千円） 18,171,689 18,869,478 17,819,317

総資産額（千円） 58,028,582 60,301,648 58,854,396

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
31.37 29.40 23.79

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 31.2 31.2 30.2

　

回次
第90期

第３四半期連結
会計期間

第91期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純損失金額（△）

（円）
△7.19 △7.57

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第90期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、南遠州パイプライン㈱を平成24年４月２日に設立したため、当第３四半期連結累計期間において、同社を持分法

適用の範囲に含めております。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

     当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

     当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間のガス売上高（付随する受注工事及び器具販売を除く）は、工業用を中心としたガス

販売量の増加と原料費調整制度に基づく販売単価の調整により、前年同期比20.5％増の262億９千３百万円となり

ました。このガス売上高の増加により、連結売上高は同10.7％増の320億４千万円となりました。

　利益につきましては、ガス事業において、田原第二幹線の完成に伴う減価償却費の増加等がありましたが、ガス販

売量の増加により利益が増加しました。しかしながら、不動産事業において分譲土地建物売上高が減少したため、営

業利益は前年同期比0.6％減の19億４百万円となりました。経常利益は、関連会社の増益に伴う持分法による投資利

益の増加や関連会社への貸付けに対する受取利息の増加等により、同7.0％増の22億２千４百万円となりました。四

半期純利益は、ガス事業において投資有価証券評価損が計上されたことや、税制改正を受け見積実効税率が変更と

なり法人税等が増加したこと、不動産事業において減損損失が計上されたことにより、同6.3％減の12億８千５百万

円となりました。　

　

　　セグメントの業績は次のとおりであります。

　

（ガス事業）

　当第３四半期連結会計期間末のお客さま戸数は229,065戸となりました。ガス販売量は、家庭用につきましては前

年同期比0.5％の増加となりました。業務用につきましては、上半期の自動車関連産業を中心とした生産の回復や新

規需要の開発により工業用の販売量が増加し、同13.2％の増加となりました。この結果、ガス販売量全体としまして

は、同9.9％増の２億1,826万３千㎥となりました。

　当事業の売上高（付随する受注工事及び器具販売を含む）は、ガス販売量の増加と原料費調整制度に基づく販売

単価の調整により、前年同期比19.1％増の298億３千万円となりました。営業利益は、同4.1％増の17億５千４百万円

となりました。　

（不動産事業）

　当事業の売上高は、当期において新規の分譲マンション建設がなかったことから分譲土地建物売上高が減少し、前

年同期比51.7％減の15億９千８百万円となりました。営業利益は、同58.0％減の８千万円となりました。

（その他の事業）

　当事業の売上高は、建設残土処理事業を行う子会社の業績回復により、前年同期比4.5％増の９億１千４百万円と

なりました。営業利益は、同547.6％増の４千５百万円となりました。
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(2）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ14億４千７百万円増加しました。こ

れは主に、建設仮勘定が20億２千１百万円増加（内、磐浜幹線工事に係る増加額は16億６千１百万円）、静浜パイプ

ライン㈱への貸付けにより関係会社長期貸付金が17億３千万円増加、持分法投資利益の計上や平成24年４月に新設

された南遠州パイプライン㈱への２億円の出資により投資有価証券が３億４千２百万円増加したことに対し、減価

償却の進捗により供給設備12億４千２百万円、その他の設備２億１千万円及び無形固定資産２億３千８百万円が減

少、現金及び預金が６億８千万円減少、受取手形及び売掛金が１億７千７百万円減少したことによるものでありま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間末における静浜パイプライン建設工事に係る主な資産の残高は、磐浜幹線工事の

建設仮勘定48億５千８百万円、静浜パイプライン㈱への関係会社長期貸付金54億８千万円であります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ３億９千７百万円増加しました。こ

れは主に、長期借入金が59億３千２百万円増加、未払法人税等が３億１千８百万円増加したことに対し、１年以内に

期限到来の固定負債が36億４百万円減少、短期借入金が12億３千３百万円減少、その他流動負債が６億６千万円減

少、支払手形及び買掛金が２億６千４百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ10億５千万円増加しました。これは主

に、利益剰余金が配当の実施により３億１千１百万円減少したことに対し、四半期純利益により12億８千５百万円

増加したことによるものであります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数 （株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数 （株）
（平成24年11月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,659,752 44,659,752
名古屋証券取引所

市場第二部

単元株式数は1,000

株であります。

計 44,659,752 44,659,752 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数（千株） 資本金（千円） 資本準備金（千円）
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

平成24年７月１日～

平成24年９月30日 
－ 44,659 － 3,162,789 － 1,685,117

 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　 193,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 44,074,000 44,074 －

単元未満株式 普通株式   　 392,752 － －

発行済株式総数 44,659,752 － －

総株主の議決権 － 44,074 －

　　　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式983株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

中部瓦斯株式会社
愛知県豊橋市駅前大通一丁

目55番地サーラタワー
193,000  － 193,000 0.43

計 － 193,000  － 193,000 0.43

　　　（注）当社の自己保有株式の所有株式数の合計（自己名義所有株式数のみ）は、当第３四半期会計期間末日現在

207,000株であります。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 931,279 857,995

供給設備 23,220,295 21,977,988

業務設備 3,521,407 3,458,659

その他の設備 5,156,202 4,945,982

建設仮勘定 3,942,089 5,963,204

有形固定資産合計 36,771,273 37,203,830

無形固定資産

無形固定資産合計 1,456,355 1,217,667

投資その他の資産

投資有価証券 9,392,850 9,735,129

関係会社長期貸付金 3,750,000 5,480,000

繰延税金資産 512,977 479,333

その他投資 284,402 276,242

貸倒引当金 △41,319 △41,744

投資その他の資産合計 13,898,911 15,928,961

固定資産合計 52,126,540 54,350,459

流動資産

現金及び預金 2,515,742 1,835,003

受取手形及び売掛金 3,019,377 2,841,970

商品及び製品 610,564 518,839

仕掛品 63,053 179,351

原材料及び貯蔵品 202,869 209,180

繰延税金資産 210,031 208,604

その他流動資産 153,522 202,929

貸倒引当金 △47,304 △44,691

流動資産合計 6,727,856 5,951,188

資産合計 58,854,396 60,301,648
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

固定負債

長期借入金 18,522,225 24,454,596

繰延税金負債 37,948 38,490

退職給付引当金 1,723,423 1,773,994

役員退職慰労引当金 212,490 203,192

ガスホルダー修繕引当金 95,510 114,425

その他固定負債 205,131 173,677

固定負債合計 20,796,728 26,758,376

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 9,440,148 5,836,050

支払手形及び買掛金 3,158,463 2,893,740

短期借入金 4,005,000 2,772,000

未払法人税等 361,526 680,145

繰延税金負債 548 549

賞与引当金 436,588 311,091

ポイント引当金 87,900 92,200

その他流動負債 2,748,176 2,088,016

流動負債合計 20,238,351 14,673,793

負債合計 41,035,079 41,432,169

純資産の部

株主資本

資本金 3,162,789 3,162,789

資本剰余金 1,688,009 1,687,702

利益剰余金 12,788,875 13,762,796

自己株式 △202,165 △206,921

株主資本合計 17,437,509 18,406,367

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 311,466 395,993

その他の包括利益累計額合計 311,466 395,993

少数株主持分 70,341 67,117

純資産合計 17,819,317 18,869,478

負債純資産合計 58,854,396 60,301,648
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 ※1
 28,939,961

※1
 32,040,515

売上原価 16,772,644 19,568,962

売上総利益 12,167,316 12,471,552

供給販売費及び一般管理費 10,251,663 10,567,022

営業利益 1,915,653 1,904,529

営業外収益

受取利息 27,764 80,956

受取配当金 21,287 21,264

持分法による投資利益 239,689 336,446

受取賃貸料 120,904 127,135

その他 45,084 53,138

営業外収益合計 454,731 618,941

営業外費用

支払利息 270,180 263,153

その他 20,896 35,534

営業外費用合計 291,077 298,688

経常利益 2,079,307 2,224,782

特別損失

減損損失 － 19,966

投資有価証券評価損 － 68,064

特別損失合計 － 88,031

税金等調整前四半期純利益 2,079,307 2,136,751

法人税等 719,078 854,759

少数株主損益調整前四半期純利益 1,360,229 1,281,992

少数株主損失（△） △11,220 △3,223

四半期純利益 1,371,450 1,285,215
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,360,229 1,281,992

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,535 78,995

持分法適用会社に対する持分相当額 8,716 5,531

その他の包括利益合計 △19,818 84,527

四半期包括利益 1,340,410 1,366,519

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,351,631 1,369,743

少数株主に係る四半期包括利益 △11,220 △3,223
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

　１　偶発債務

金融機関よりの借入金に対する債務保証

静浜パイプライン㈱ 3,400,000　 千円

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱
138,400　 千円

　

　１　偶発債務

金融機関よりの借入金に対する債務保証

静浜パイプライン㈱ 4,890,000　 千円

豊橋ケーブルネット

ワーク㈱
95,800　 千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

※１　ガス事業が、売上高の大半を占めているため、事業の

性質上気温等の影響により、著しい季節的変動があ

ります。

※１　ガス事業が、売上高の大半を占めているため、事業の

性質上気温等の影響により、著しい季節的変動があ

ります。

 

　

　　　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

減価償却費 3,501,573　 千円 減価償却費 3,725,048　 千円

 

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年９月30日）

　 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年２月10日

取締役会
普通株式 155,6943.50平成22年12月31日平成23年３月７日 利益剰余金

平成23年８月10日

取締役会
普通株式 155,6843.50 平成23年６月30日 平成23年８月29日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

　　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月13日

取締役会
普通株式 155,6633.50平成23年12月31日平成24年３月７日 利益剰余金

平成24年８月13日

取締役会
普通株式 155,6303.50 平成24年６月30日 平成24年９月３日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 

　

報告セグメント　
その他

(注)１
合計

調整額

（注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３　
ガス事業 不動産事業 計

売上高       　

　外部顧客への売上高 25,008,548  3,063,00528,071,553868,40728,939,961－ 28,939,961

  セグメント間の内部

  売上高又は振替高
38,694246,447285,1427,500292,642△292,642 －

計 25,047,2423,309,45328,356,695875,90729,232,603△292,64228,939,961

セグメント利益 1,685,324191,8291,877,1537,0241,884,17831,4751,915,653

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、電気及び冷温水の　　

　

　　　　供給事業、建設残土処理事業、スポーツクラブ事業を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額31,475千円は、セグメント間取引消去額であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 

　

報告セグメント　
その他

(注)１
合計

調整額

（注)２

四半期連結損

益計算書計上

額

(注)３　
ガス事業 不動産事業 計

売上高       　

　外部顧客への売上高 29,784,755  1,348,28631,133,042907,47332,040,515－ 32,040,515

  セグメント間の内部

  売上高又は振替高
45,583250,703296,2867,500303,786△303,786 －

計 29,830,3381,598,98931,429,328914,97332,344,301△303,78632,040,515

セグメント利益 1,754,09380,5461,834,63945,4841,880,12424,4051,904,529

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、電気及び冷温水の　　

　

　　　　供給事業、建設残土処理事業、スポーツクラブ事業を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の調整額24,405千円は、セグメント間取引消去額であります。

　　　３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　記載すべき重要な事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　　　　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 31円37銭 29円40銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 1,371,450 1,285,215

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,371,450 1,285,215

普通株式の期中平均株式数（千株） 43,724 43,712

　 （注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　　 （剰余金の配当）

　平成24年８月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議し、配当いたしました。

　①中間配当による配当金の総額……………………………155,630千円

　②１株当たり金額……………………………………………３円50銭

　③支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………平成24年９月３日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月12日

中部瓦斯株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤田　和弘　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田宮　紳司　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中部瓦斯株式会

社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中部瓦斯株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。　
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